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 国際ロータリー第2790地区 第3グループ
 　千葉西ロータリークラブ
      Rotary Club of Chiba-West
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会　長　花  光  和  久　　　 　幹　事　白  井  貴  博
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：http://www.chibawest-rc.net/

   地区行動指針 ： 「伝統と未来」 ～誇りと連帯感～
クラブスローガン ：「会員間の交流を深める」「ロータリーライフ楽しむ」「ロータリーアンになって良かったと感じる」「会員自身の成長に繋げる」

インスピレーションに
なろう

■ お客様
鴇田遥南 さん（真野会員姪・高雄北区 RC との子弟交流参加者）
真野雅矢 くん（真野会員次男・高雄北区 RC との子弟交流参加者）

■ 子弟交流参加者ご報告
鴇田遥南 さん
　この度は、ホームステイに参加させて頂きありがとうございました。行く前までは、馴染めるか、お
話が出来るか不安で仕方がありませんでした。ですが、そんな不安はいつの間にか無くなりました。台
湾に初めて行き、日本にはないものを沢山体験しました。まず、朝ごはんはたいてい外で食べます。も
うひとつ、トイレのペーパーが個室に無く出入り口付近についていました。日
本と習慣が違いびっくりしました。もし、身の回りで台湾へ行く人がいたら教
えてあげたいと思いました。
　私が台湾で一番好きになったのは、ナイトマーケットです。毎晩のように沢
山の人で賑わっていて、日本で言うと屋台のような感じでした。様々な食べ物
や飲み物が売っていて、どれもとても美味しかったです。台湾でいろいろな料
理を食べたいという願望が、叶いました。
　台湾に来て、日本との習慣や文化の違いを発見でき、学ぶことが出来ました。
とても貴重な体験をさせて頂きました。ここでの経験を無駄にせず、将来に生
かしていきたいと思います。本当に、ありがとうございました。

真野匡矢 くん
　この度は、ホームステイに行かせて頂き、ありがとうございました。台湾に行っていっぱい遊べて、
楽しく、ダニーなどの友達もでき、色々学ぶことが出来ました。特に楽しかったのは海へ行ったこと
です。とてもキレイで気持ちがよくて、みんなと仲良くなれたのも海なので、楽しかったです。
　台湾へ行って学んだことは、神様と向かい合ってはいけなく車の中では下を向くことです。そして
台湾の人たちは、みんな優しかったです。何かを持っていたら「持つよ」と言われました。お風呂は
基本ユニットバスで、湯船に浸かる習慣がないそうです。トイレは、トイレットペーパーがロール式
ではなくポケットティッシュなどと同じでした。そして、自分からぬいぐるみなどを渡すと倍近くで
帰ってくるところなど、すごいなと思いました。一番ビックリしたのは暑さです。日本を出るときは寒くて手がかじ
かんでいましたが、台湾に行ったら半袖でも暑かったです。もしもう一度行くことがあれば、この体験を生かしたい
です。ありがとうございました。

■ 会長挨拶 /花光和久 会長
　今日は、新元号が「令和」に決まりました。お正月とは何か違う気持ちになりましたが、皆
さんはどうでしょうか。
　先月の高雄北区 RC・釜山鎮 RC との姉妹クラブ合同事業では、川城国際奉仕委員長・前野
親睦活動委員長と　両委員会の委員の皆様のご尽力で、何とか 3 日間乗り切れたことに　厚く
お礼申し上げます。
　そして花輪 RC との合同例会では、野城委員長と委員の皆様には、段取りの微修正の連続を、
うまく消化していただき厚くお礼申し上げます。
会長として細かな反省点はありましたが、その改善策について、次年度以降に引き継いでいけ
れば、次回はより良いものとなり、スムーズな事業運営が出来る事と思います。
　先月の事業活動に対する御礼をもって会長挨拶と致します。

■ 四つのテスト/ 荘司芳樹 会員
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか
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■ 会長エレクト研修セミナー報告　野口アキ子会長エレクト
　会長エレクト研修セミナー報告
２０１９－２０年度　会長エレクト研修セミナーは、２月１６日と３月２４日の一日半で成田ビュー
ホテルにおいて開催されました。

地区運営方針
RI 会長テーマ
今年度国際ロータリー会長マーク・ダニエル・マローニー氏（米国アラバマ洲の弁護士）マローニー
会長エレクトは１月１４日に開催されました、国際協議会第１回本会議において、２０１９－２０年
度の RI テーマを「ロータリーは世界をつなぐ」（英文　ROTARI　CONNECTS　THE　WORLD）
と発表されました。
　そして、４つの強調事項を揚げました。①ロータリーを成長させる　　②家族を参加させる　③ロータリーのリー
ダーになる道を拓く　④読ん国際連合との歴史的な関係に焦点を置く　　以上、RI が目指す方向は、ロータリーの組
織としての勢いを回復させる→地域社会や家庭、職域に新しいつながりをつくる→国際社会との新たなつながりをつ
くる→分断された世界をつなぐ役割を果たすこと
であると述べられています。

当２７９０地区の課題と地区スローガン
RI 会長方針を受けて、第２７９０地区　ガバナー諸岡靖彦氏は、ロータリーの未来を形づくる本来の場はクラブです。
刻々と変化する現実に対応するために、ロータリーはクラブに注力をおかなければなりません。次年度国際ロータリー
のマーク・マローニー会長は「ロータリーは世界をつなぐ」と宣言されました。私は、地区スローガンとして「ロータリー
から千葉を元気に」と宣言します。
当地区の８３クラブ、それぞれの課題や、地域の会員基盤や奉仕のあり方、新しいアイデアについて語り合い、クラ
ブを元気にして、「ロータリーが千葉を元気にする」ことを目指したいと発表されました。

地区運営の基本的考え方
１）地区ロータリーを元気にするための目標として地区３，０００会員、３００女性会員、３０会員未満のクラブの
基盤強化、３クラブ新設を目指します。
クラブに刷新性、柔軟性を持ち込み、戦略計画を作り、地域の可能性を求め、誇りを回復します。クラブ経営を確立
するために、親睦、例会、委員会、奉仕プロジェクト、クラブ戦略に於いて求心力を高め、クラブのガバナンス確立
を支援して参ります。そして、他団体との良き関係づくりを推奨します。２０２０年オリパラ、日本のロータリー１
００周年を控えて、各グループ、地域ごとに公共イメージを盛り上げます。

２）地区リーダーシップチームの運営方針
関口徳雄地区研修リーダー、寺嶋哲生サブリーダーの下に多様性、柔軟性、刷新性を取り入れた元気なクラブ、ロー
タリアンづくりに支援します。

 誕生祝い
黒川、山本、藤崎、大野 各会員

♥ 結婚記念日祝い
遠藤平、野城、三上、白井、友田 各会員

■ 委嘱状の授与
米山奨学生世話クラブ…千葉西 RC 友田 
米山記念奨学委員長
米山奨学生カウンセラー…遠藤あけみ 会
員

■ 幹事報告
なし

■ 委員会報告
高 雄 北 区ＲＣと
の子弟交流（送
り出し）を行い
ました。今回の
参加者、鴇田遥
南さん（真野会
員姪）、真野匡矢くん（真野会員次男）と一緒に、熱烈歓迎を受けて参りました。
高雄北区ＲＣでは歓迎会約 30 名、小旅行には 20 数名、歓送会は例会形式で 40 数名の方が参加く
ださいました。楽しいひと時を過ごしたこと御礼申し上げます。ありがとうございました。
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地区組織
２０１９－２０年度の地区組織は前年度からの継続性を維持しつつ、将来への戦略計画をベースとした取組みを進め
る組織設定となりました。

戦略計画委員会　　（今年度一番の重点的なところ）
中長期的視点で地区ロータリーのあるべき姿を検討し今年度は向こう３カ年の継続事業課題や近年の地区会員基盤の
変動と拡充についての対応策を協議したと考えています。

地区研修リーダー直轄三委員会
地区研修リーダーはロータリー研修委員会、RLI 推進委員会、理念研究委員会を直轄して、地区運営の基本課題に取
り組みます。
地区大会に中期ビジョンを提言することを目指します。

管理運営統括委員会
会員増強・維持拡大委員会、フェローシップ・親睦活動委員会・広報・公共イメージ向上委員会・を統括します。統
括委員長は元気なクラブづくりの支援窓口として、クラブと地区の深い関係づくりに当たります。必要に応じて、ク
ラブ活性化支援チームをクラブに派遣します。

奉仕プロジェクト統括委員会
社会奉仕委員会、職業奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会（ロータリー学友会）統括します。各プログ
ラム担当委員会とつながり、クラブや地区チームに対して、奉仕活動の新しいアイデアを提供することが基本使命です。

青少年プログラム統括委員会
インターアクト委員会、ローターアクト委員会、青少年交換委員会、RYLA 委員会を統括し青少年がその年代に応じ
た社会と、つながるよう支援して、ロータリー奉仕が若い世代とつながる基盤づくりを進めて参ります。

ロータリー財団統括委員会
財団資金・推進管理委員会、グローバル事業補助金委員会・地区補助金プロジェクト委員会・奨学生・学友委員会・ロー
タリーポリオプラス委員会（ロータリーカード推進兼務）ロータリー平和フェローシップ委員会を統括します。
会員のロータリー財団理解のために、「世界で良いことをしょう」というスローガンの下に活動していることを理解し
て、会員一人当たり寄付目標額を、年次寄付１５０米ドル、ポリオプラス３０米ドルの達成を目指します。

米山記念奨学委員会
米山奨学会のプログラムの目標は世界から「日本との架け橋」となる人材を奨学生として受け入れ、クラブがお世話
して、卒業後の交流を含めて、ロータリーが目指す「平和と国際理解の推進」に貢献することです。
会員一人当たり寄付目標額を１５，０００円を目指します。

２月１６日は事前アンケートを利用されてパネルディスカッションを行い、司会進行は研修理念委員長の海寶勘一氏、
パネラーは研修リーダーの関口徳雄氏、研修サブリーダーの寺嶋哲生氏、　諸岡靖彦ガバナーの３名のご登壇により、
クラブの現状、クラブの未来像、クラブのビジョンについて意見を交わしました。
３月２４日は午後から１０名前後のグループに分かれてガバナー補佐の司会進行のもとで交流会を行いました。
最後に、地区グループを担当するガバナー補佐との強いつながりのもとに、多様性、柔軟性、刷新性を採り入れた元
気なクラブ、ロータリアンづくりのために地区チームは一丸となってクラブを支援しますと述べました。

■ ロータリーワンポイント「地区組織と地区ガバナーの役目」　海寶勘一 クラブ研修リーダー
　RI 国際ロータリーは世界を 13 に分けて、「ゾーン」としての単位にしています。その 13 ゾー
ン中に 543 の地区が存在しています。第 2790 地区は千葉県単独地区として第 1 ゾーンに属し
ていますが、近々ゾーンの見直しが予定されていて、現在ある東京の 2 地区を含めた第 2 ゾーン
に編成される予定があるそうです。因みに日本としては北海道が第1ゾーンに入り九州まで3ゾー
ンに分かれています。三つのゾーンで地区数は 34 地区あります。国際ロータリーは各地区から責
任役員を輩出することを決めてあり、現在は地区ガバナーがその役を任務しています。ガバナーの
責務は、RI 国際ロータリーからの意思伝達や、地区やクラブの組織変更内容を、しっかり各クラ
ブ宛に伝達させるべき、代表責任者としての役目を担っています。地区ガバナーは国際ロータリーの地区代表者と
して、国際ロータリーからの使命を受けとめます。地区ガバナーの役目の一つに、地区内各クラブのロータリアン
に対して、国際ロータリーからの活動方針を伝達する大きな任務を背負っています。地区を構成する基本要素とし
ては、国際ロータリーの理事会は、「地区」とはクラブ数で 75 クラブ会員数が 2,700 名であることを理想の地
区編成の、望ましい姿であると明記しています。逆に、地区構成として最低の数字は、クラブ数 33、会員数
1,100 名の数を割った場合は地区を廃止できるそうです。訊くところによれば、日本の地区に於いても会員数の
減少から規定数を割り込んだ地区があるそうで、やりくりの救済措置が施されています。結果的には定員割れの地
区は消滅して、近隣の地区との合併が課題になっています。我が地区は単県地区構成ですが、地域によっては数県
で 1 地区になっております。因みに日本は 34 の地区構成になっていますが、人口比が多い北海道・東京・神奈川・
埼玉が 2 地区制になっています。人口数が少ない四国は 4 県で 1 地区ですが、2 県で一地区制は多数あります。
ガバナーは国際ロータリーの役員としての任務をもって地区内に伝搬させる責任と、各クラブへの公式訪問等の任
務がありますが、クラブ訪問記録を国際ロータリー会長に提出する義務を担っています。
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4月9日（火）

　新入会員卓話

　　伊東　茂 会員

　　前田善弘 会員

12:30点鐘

　千葉スカイウインドウズ 東天紅

 ニコニコBOX
・佐藤…年度末工事を無事に終えて、引き渡しが出来ました。
・海寶…ワンポイントロータリー第 16 回目です。
・宮川…習志野高校、決勝戦に行きますように！
・花嶋…桜、満開　新年度は忙しいです。
・大森…桜の季節です。気持ち良いですね。
・遠藤…結婚祝いを頂いて。
・藤崎…誕生祝いを頂いて。ありがとうございました。習志野高校 6－4 で明豊に勝ちました！
・花光…川城委員長には、姉妹クラブ事業・子弟派遣と連続の活動をありがとうございました。
　　　　野城委員長には花輪 RC との合同例会運営、ありがとうございました。
・川城…台湾高雄で熱烈歓迎を頂きました。
・友田…川城委員長、子弟交流事業大変御苦労さまでした。
・荘司…誕生祝いをありがとうございます。
・大野…先月、結婚祝いを頂きありがとうございました。先月に引き続き、誕生祝いを頂きありがとうございます。
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